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クラス 1 2 3 4 5 6
育成ジュニアクラス コントラスト ヘッドライナー ハイオクターン ソロモン ブロカウ ユニクス

６ヶ月以上９ヶ月未満 上士幌町　吉田 智貴氏 北広島市　岩田 政彦氏 更別村　天野 洋一氏 日高町　立石 良晴氏 根室市　佐久間 俊氏 音更町　小原 潤哉氏
育成シニアクラス ブロカウ ドアマン ドアマン ブロカウ ゴールドチップ アットウッド

９ヶ月以上１２ヶ月未満 中札内村　森　淑嗣氏 帯広市　野原 慎也氏 白糠町　林　稔幸氏 別海町　寺澤 佳吾氏 今金町　菊地 章太氏 清水町　(有) 田中牧場
未経産ジュニアクラス マッカチェン ブレディ ウィンドブルック マッカチェン ソロモン ハイオクターン

１２ヶ月以上１５ヶ月未満 広尾町　佐藤 孝一氏 北見市　山内　誠氏 清水町　（有) 田中牧場 江別市　とわの森三愛高校付属農場 苫前村　中嶋 卓広氏 更別村　天野 洋一氏
未経産ミドルクラス ドアマン ドアマン クラッシュ ダイアモンドバック マッカチェン エンビアス

１５ヶ月以上１８ヶ月未満 清水町　(有) 田中牧場 広尾町　佐藤 孝一氏 遠軽町　木村 吉里氏 標茶町　(株) エフシーエス 広尾町　佐藤 孝一氏 訓子府町　渡辺 重明氏
未経産シニアミドルクラス シド クラッシュ ブレーク マッカチェン アルマーニ ビーマー
１８ヶ月以上２１ヶ月未満 豊浦町　渡部 将聡氏 広尾町　佐藤 孝一氏 上士幌町　吉田 智貴氏 湧別町　(株)SEA-LAKE 新ひだか町　佐々木 克博氏 北広島市　岩田 政彦氏

未経産シニアクラス スパークリング シド ロイ サンチェス バックドア スモーキン
２１ヶ月以上２４ヶ月未満 清水町　(有)田中牧場 岩見沢市　(株)瀬能牧場 士幌町　山岸　剛氏 北見市　神田 典廣氏 浦河町　駒沢 圭介氏 稚内市　鎌仲 優也氏

ジュニアカップ ゴールドチップ シド サンチェス メリディアン ソロモン ドアマン
６ヶ月以上１１ヶ月未満 江別市　竹中 徳明氏 江別市　岩崎　健太郎氏 北見市　山内 瑞穂氏 札幌市　増永 笑来氏 帯広市　櫻井 郁也氏 江別市　前嶋 拓夢氏

ジュニア２歳クラス ★マッカチェン ゴールドスター ドアマン シド キングボーイ ユニクス
３０ヶ月未満 広尾町　(株)ミックランデーリィ 清水町　(有)田中牧場 音更町　小原 潤哉氏 清水町　大久保 大輔氏 白糠町(合)伊深ファーム 鹿追町　チームＴ・K

シニア２歳クラス ★マッカチェン ブロカウ シド ゴールドチップ ブレーク ウィンドブルック
３０ヶ月以上３６ヶ月未満 別海町　安部 克寿氏 士別市　多田 和宏氏 別海町　丹羽　務氏 清水町　成松 直樹氏 置戸町　(有)小山牧場 清水町  大久保 大輔氏

ジュニア３歳クラス ★ブラッドニック ゴールドチップ ゴールドチップ アットウッド アルタ５G ウィンドブルック
３６ヶ月以上４２ヶ月未満 上士幌町　熊谷　肇氏 苫前町　中嶋 卓広氏 湧別町　(株)SEAーLAKE 根室市　中川 佳代氏 恵庭市　中川 尚人氏 大樹町　三木 隆志氏

シニア３歳クラス ★フィーバー アットウッド アットウッド アットウッド ゴールドチップ アルタオーク
４２ヶ月以上４８ヶ月未満 清水町　(有)田中牧場 帯広市　杉浦 友樹氏 大空町　佐久間 良一氏 由仁町　三谷 耕一氏 枝幸町　関口 真也氏 美瑛町　上田 雅樹氏

４歳クラス ★サンチェス スパークリング ダンディー アットウッド スパークリング デイ
４歳以上５歳未満 今金町　菊地 章太氏 長沼町　(有)宇都宮牧場 北見市　山内　誠氏 遠別町　佐久間 陽生氏 長沼町　(有)宇都宮牧場美瑛町　(株)ベイリッチランドファーム

５歳クラス ★ゴールドチップ ブラクストン ローソリティ ジャスパー
５歳以上６歳未満 陸別町　(有)編田牧場 遠別町　佐久間 陽生氏 岩見沢市　(株)瀬能牧場 岩見沢市　(株)瀬能牧場

成牛クラス ★ゴールドロイ ダンディー ダミオン フィーバー サンチェス スパイアート
６歳以上 北広島市　岩田 政彦氏 湧別町　久保 拓也氏 更別村　今村 慎吾氏 恵庭市　中川 尚人氏 遠別町　佐久間 陽生氏 鹿追町　高田 泰輔氏

ABS ベストアダー　★

ハッピーグローリー　レーガンクレスト　メープル　(ブラッドニック)　上士幌町　熊谷　肇氏　

インテシブル　フィーバーレイブン　（フィーバー）　清水町　(有)田中牧場

セジス　ビューティー　エルトン　G　チップ　マウイ　ET　（ゴールドチップ）　江別市　竹中　徳明氏

アミダ　プリンセス　ゴールド　チップ　ローザ　(ゴールドチップ）　陸別町　(有)編田牧場

シニアチャンピオン

リザーブジュニアチャンピオン

グランドチャンピオン ク゛ランテ゛ール  アストロ  ルディー  ロイ  （ゴールドロイ)  北広島市  岩田  政彦氏

インデシブル　フィーバーレイブン　（フィーバー）　清水町　(有)田中牧場

ＴＭＦ　リラ　スパーク　ダスト　インクスー　（スパークリング）　清水町　(有)田中牧場

ク゛ランテ゛ール  アストロ  ルディー  ロイ  （ゴールドロイ)  北広島市  岩田  政彦氏
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インターミディエイトチャンピオン

リザーブインターミディエイトチャンピオン

出品者、関係者の皆様お疲れ様でした！受賞者の皆様本当におめでとうございます！

審査員：　　福屋栄人氏　（恵庭市 酪農家）

期日：2018年  5月26日27日
会場：北海道ホルスタイン共進会場 （ 安平町 ）

2018年　北海道ブラックアンンドホワイトショウ
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